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Abstract
Viscosities of three montmorillonite samples purified from bentonites by sedimentation method were examined in this
study. They (Yamagata, Wyoming, and Gujarat) were mainly consisted of montmorillonite with a little amount of soluble salt
(NaCl or Na2SO4). Viscosity of three samples from different localities, Yamagata, Wyoming and Gujarat, changed with desalting
by isopropanol solution treatment and shows in different tendency as follows. The viscosity of suspension increased for the sample from Yamagata, and almost did not change or decrease slightly for the sample from Wyoming. For the sample from Gujarat,
the viscosity of suspension decreased remarkably.
Consequently, the changes in viscosity with desalting depend on the modes of particle association, proposed by Olphen.
Also, aspect ratio of montmorillonite particle determine the modes of particle association in suspension.
The sample from Yamagata with large aspect ratio, formed face-to-face association, and delamination of particles (tactoids) with desalting increased viscosity. In this study, it is concluded that the change of viscosity in montmorillonite samples
caused by the modes of particle association in suspension and, is significantly related to the aspect ratio.
Key Words: montmorillonite, viscosity, aspect ratio, modes of particle association

いては，粒子数密度が粘度を決定することも明らかにで

1．はじめに

きた．第一報の疑問点に対する回答が得られた．
著者らは，モンモリロナイト／水

懸濁液の粘度に関

する研究を続けてきた．

本報では，脱塩処理による粘度変化の傾向が，なぜ試
料により異なるのかを検討し，モンモリロナイト粒子が

第一報 1）では，均質なベントナイト懸濁液から採取方

懸濁液中で形成する会合様式と関連づけた．さらに会合

法を変えて採取したモンモリロナイト試料は，純度がほ

様式とアスペクト比とを関連づけることを試みる．モン

ぼ等しいにもかかわらず懸濁液の粘度が大きく異なるこ

モリロナイト粒子の粒子径，粒子形状，アスペクト比，

とを報告した．粘度が異なる原因については明らかにで

粒子数密度に加えて，懸濁液中で形成される会合様式が

きなかった．

明らかになれば，粒子としてのモンモリロナイトの特性

第二報 2）では，モンモリロナイト／水

懸濁液の粘度

をより一層明確にできるであろう．また，モンモリロナ

を決定する主要な要因は，モンモリロナイト粒子のアス

イトの特性とベントナイトの用途とをこれまで以上に正

ペクト比であることを明らかにした．また，モンモリロ

確に関連づけることが可能となり，用途に応じたベント

ナイトの粒子径，粒子形状，アスペクト比，水に懸濁さ

ナイトの選択を科学的・論理的に行うことが可能とな

せた場合の粒子数密度なども，産地によって大きな差が

る．ベントナイトメーカー，ベントナイトユーザー，双

あることを明らかにできた．層面方向の大きさ（円相当

方にとって大きなプラスとなるであろう．

直径）がほぼ等しいモンモリロナイト粒子の懸濁液にお

通常，モンモリロナイトはベントナイトから水簸（水

2016 年（平成 28 年）6 月 28 日受付，2016 年（平成 28 年）12 月 12 日受理
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中における沈降速度の差を利用した粒度分離）によって

ンモリロナイト粒子が水に分散したときの電気二重層の

精製され採取される．水簸によって回収したモンモリロ

厚さに基づいた理論によって説明される．塩濃度が低け

ナイト懸濁液をそのまま乾燥すると，ベントナイトに含

れば，電気二重層は厚く，同種の二重層を持った粒子が

まれていた可溶性塩（Na2SO4，NaCl など）はモンモリ

接近しても，ファンデルワールス引力が作用する前に反

ロナイト試料中に濃縮される．可溶性塩を含んでいるモ

発力が作用するので，粒子の結合は起こりにくい．一方，

ンモリロナイト試料を水に懸濁させると，可溶性塩の影

塩濃度が高くなると二重層が薄くなり，接近した粒子は

響によりモンモリロナイト粒子は，層面／層面，層面／

ファンデルワールス引力に捕えられ，反発力よりも引力

3）

端面，などの会合様式（modes of particle association ）

の方が大きい場合に粒子は凝集する 5）．

を形成する．可溶性塩を含んでいるモンモリロナイト試

凝結価以上の塩濃度においては，分散していたモン

料から可溶性塩を除いていくと，懸濁液の粘度は変化す

モリロナイトは凝集して，モンモリロナイト濃度が低

る．著者らは，山形産モンモリロナイトにおいては，可

ければ沈殿し，濃度が高ければゲル化して流動性を失

溶性塩を除いていくと懸濁液の粘度が顕著に増大するこ

う．Abend and Lagaly6）は，凝 結 価 以 下 の 塩 濃 度 に お

1）

とを確認している ．しかし，ワイオミング産およびイ

ける Na モンモリロナイト分散液の粘度を測定し，イオ

ンド・グジャラート州産のモンモリロナイトについて可
ところ，ワイオミング産モンモリロナイトにおいては懸

ン強度 2 mmol/L 付近において粘度が最小となること，
4 mmol/L 以下のイオン強度においては塩の種類に影響
されないことを示した．なお，塩濃度が 2 mmol/L 付近

濁液の粘度はわずかに低下し，グジャラート産モンモリ

から小さくなるのにつれて粘度が上昇するのは，二次電

溶性塩を除くことによる粘度変化に関する実験を行った

ロナイトにおいては，著しく低下することが確認でき

気粘性効果（secondary electroviscous effect）の影響で

た．また，可溶性塩を除くと，モンモリロナイト乾燥粉

ある 6）．二次電気粘性効果とは，塩濃度が低くなると対

末の比表面積および細孔容積も変化し，その変化は懸濁

イオンの拡散二重層が厚くなり，それに連れてモンモリ

液の粘度変化と相関することを見出した．可溶性塩を除

ロナイト粒子表面の水和層が厚くなるので，モンモリロ

くことによる粘度の変化，比表面積および細孔容積の変

ナイト粒子は見かけの容積分率が大きくなって粘度が上

化がなぜ試料によって大きく異なるのかを考察したとこ

昇することである．

ろ，可溶性塩を除くことによる粘度の変化，比表面積お

別な解釈は，塩濃度が下がるとモンモリロナイトの浸

よび細孔容積の変化の原因は，懸濁液中でモンモリロナ

透膨潤が進み 7,8），底面間隔が大きくなるので，容積分

イト粒子が形成していた会合構造が崩壊するためと考え

率が大きくなり，粘度が増大すると解釈してもよい．

られる．懸濁液中におけるモンモリロナイト粒子の会合

ントナイトの用途とを理論的に結びつけることを可能に

Kimura and Ohkubo9）は，陰・陽 両 イ オ ン 交 換 樹
脂と 8 年以上接触させ，徹底的に脱塩したモンモリロナ
イト分散液に NaCl を加えて NaCl 濃度と粘度との関係
を求め，NaCl 濃度が 3×10−5 mol/L になると粘度は低下
を始め，1×10−4 mol/L になると顕著に低下することを

すると考えられる．

報告している．これも，電気粘性効果により解釈可能で

様式を明らかにすることは，モンモリロナイト／水

懸

濁液の粘度が発現する要因および粘度変化の要因を明ら
かにできるばかりでなく，モンモリロナイトの特性とベ

そこで，可溶性塩を除くことによる懸濁液の粘度変

ある．

化，粉末粒子の比表面積および細孔容積の変化を総合的

Armando10）らは，モンモリロナイト分散液に透析処

に考察し，モンモリロナイト試料によってこれらの変化

理を行い，透析の進行につれて分散液の可溶性塩濃度が

が異なる原因をモンモリロナイト粒子が懸濁液中で形成

低くなると，粒子間の反発力が指数関数的に大きくな

する会合様式の差により解釈し，さらに，会合様式とモ

り，浸透膨潤によってモンモリロナイト集合体の分離が

ンモリロナイト粒子のアスペクト比とを結びつけること

促進され，モンモリロナイト粒子 1 個当たりの積層数が

を試みた．

小さくなると報告している．粒子 1 個当たりの積層数が
減少すれば，懸濁液内の粒子数が増えることになる．粒

2．モンモリロナイト／水 懸濁液における
可溶性塩濃度と粘度の関係
モンモリロナイト／水

子数が増えれば，粒子の容積分率が大きくなり，粘度は
増大する．比表面積も増大するであろう．
しかし，これらの先行研究における解釈からは，前述

懸濁液の粘度には懸濁液の塩

した脱塩による粘度変化の傾向が，なぜ試料によって大

濃度（代用特性として懸濁液の導電率）が大きな影響を

きく異なるのかを説明することはできない．変化の傾向

与える．モンモリロナイトの希薄分散液に塩を加えてい

が異なる原因を，本論文で明らかにする．

くと，ある濃度において分散していたモンモリロナイト
の凝集が起こり，沈殿する．凝集の起こる塩の最小濃度

3．試料および実験

を「凝結価；critical coagulation concentration あるいは

flocculation value」と呼ぶ 4）．

塩によるモンモリロナイト粒子の凝集は，一般に，モ

3.1

モンモリロナイト試料および参考試料

山形産モンモリロナイトとして，市販の工業用モンモ

第 55 巻

第 2 号（2017）

モンモリロナイト粒子の会合様式

33

リロナイト製品（クニピア-F，以後 KP-F と略記），お

ける見かけ粘度を測定した．S-Sap. は懸濁液の粘度（構

よび，均質なベントナイト懸濁液から採取方法を変え

造粘性）が高く，4% では測定できなかったので，濃度

；Decanter, 8000G,
て採取したモンモリロナイト試料 1）

4000G, Sedimentation（自然沈降，以後 Sediment. と略

を 2.5% として粘度測定を行った．
3.4

導電率および pH の測定

記）の 5 試料，ワイオミング産モンモリロナイトとして

懸濁液における可溶性塩濃度の代用特性として 2% 懸

2 試料（MX および TY），インド・グジャラート州産モ

濁液の導電率を測定した．粘度測定後の懸濁液を希釈し

ンモリロナイト（HB），計 8 試料を実験に用いた．化学

て濃度を 2.0% とし，堀場製作所製 DS-7 型導電率計で導

組成，化学的特性，X 線回折図など，試料の詳細につい

電率を測定した．導電率測定後の懸濁液の pH を，横河

ては，鈴木ら 1,2）に記載してある．モンモリロナイト試

料の中で，MX のみは無視できない量の Opal を含んで
いたため，X 線回折および CEC により純度を測定した．
2）

製 pH-81 型ガラス電極 pH メーターで測定した．
3.5

CEC（陽イオン交換容量）および LC（浸出陽イオ
ン量）の測定

純度は 83% であったので ，粘度測定に際しては，純度

酢酸アンモニウム溶液を用いる Schöllenberger 法 12）

に応じて試料採取量を補正した．ほかの試料は，化学組

で CEC を測定した．CEC 測定の際に得られる酢酸ア

成，X 線回折図から判断して，1% 未満の石英，微量の

カルサイトを含むのみであったので 1,2），試料採取量の
補正は行わなかった．本報文における実験には，モンモ
リロナイト 8 試料のほかに，参考試料として合成サポナ

ンモニウム溶液による浸出液を用いて，浸出陽イオン
（Na＋, K＋, Mg2＋, Ca2＋）量を原子吸光法により測定した．
3.6

比表面積および細孔容積の測定

ユアサアイオニクス社製 NOVA-1000 型比表面積・細

イト（以後 S-Sap. と略記）も加えた．なお，S-Sap. は，

孔分布測定装置を用いて乾燥粉末の比表面積および細

日本粘土学会標準粘土試料 JCSS-3501 と同等なものであ

孔容積を N2 吸着による BET 多点法で測定した．脱気は

る．JCSS-3501 の詳細は，文献

11）

に記載されている．

実験には，ベントナイトから精製して乾燥・粉砕し

300°C，減圧下で 60 分間行った．
3.7

懸濁液の乾燥物

ただけの試料（original samples）および 70% の 2-プロ

代表的な試料として，KP-F, MX, TY および HB を選

パノール水溶液（以後 IPA 溶液と略記する）で洗浄処理

び，これら 4 試料の 1.5% 懸濁液 1.5 リットルをテフロン

（脱塩処理）して可溶性塩含有量を調整した IPA 処理試

コートしたフライパンに取り，105°C の定温乾燥器で 1

料（IPA treated samples）を用いた．これらの試料につ

夜乾燥し，乾燥物の写真を撮影した．

いて 4% 分散液の粘度，2% 分散液の pH および導電率を
測定した．さらに，乾燥粉末試料の比表面積および細孔

4．結

容積を BET 法により測定した．粒子のアスペクト比は
文献 2）に記載してある値を用いた．

3.2

IPA 処理方法（脱塩処理方法）

乾燥粉砕したモンモリロナイト試料約 30 g を，IPA 溶

4.1

果

粘度の変化

IPA 処理による，懸濁液の導電率および見かけ粘度の
変化を Fig. 1 に示す．

液 3000 mL に加え，撹拌しながら水浴中で 1 時間穏や

山形産の 5 試料においては，可溶性塩が除かれて導電

かに煮沸した．ADVANTEC No. 4A ろ紙を用いて減圧

率が低くなるのにつれて，程度の差はあるが粘度が増大

濾過し，ケーキは 70〜80°C 程度の IPA 溶液 500 mL で 3

した．KP-F, Decanter, 8000G および 4000G においては

回洗浄した．この操作を山形産モンモリロナイトでは

著しい粘度増大が認められる．Sediment. は粘度増大が

10〜20 回繰り返し，60°C で乾燥し，粉砕して実験用試

比較的少なかったが 120 → 879 mPa·s の増大があった．

料とした．途中，3 回，5 回，10 回，15 回洗浄処理後に

ワ イ オ ミ ン グ 産 の MX で は 39 → 34 mPa·s と ほ と

ケーキの一部を分取し，60°C で乾燥し粉砕して実験用

ん ど 変 化 せ ず， TY に お い て は 173 → 40 mPa·s と 低

試料とした．ワイオミング産およびグジャラート産モン

下が認められた．グジャラート産の HB においては，

モリロナイトは 3 回処理とした．比較試料の S-Sap. は 10

752 → 58 mPa·s と著しい粘度低下が認められた．
参考試料の S-Sap. においては，2.5% 懸濁液の粘度が，
1540 → 7.2 mPa·s と極端に低下した．

回処理とした．
3.3

粘度測定

モンモリロナイト試料の水分を測定し，4% のモンモ
リロナイト／水

懸濁液 80 g を，110 mL のスクリュー

管瓶に作成した．懸濁液の作成は，試料の水分変化を避

4.2

化学的特性の変化

IPA 処理による，2% 懸濁液の pH および導電率の変
化，CEC，浸出陽イオン量の変化を，Table 1 に示す．

けるため，水分測定の直後に行った．試料の分散は，水

なお，S-Sap. 以外の無処理試料の値は，文献 2）に記載し

平振盪式の往復動式振盪機（ストローク：50 mm，振動

てある値を用いた．

数：130 回／分）で 1 夜（約 15 時間）振盪して分散液を

山形産モンモリロナイト 5 試料においては，pH の低

作成した．その後，25°C の恒温室に半日（約 6 時間）静

下が認められる．ワイオミング産 2 試料では，わずかに

置して液温を 25°C とした．25°C とした分散液は，手で
1 分間振盪した後，BM 型粘度計を用いて，60 rpm にお

かに上昇した．

低下した．グジャラート産試料および S-Sap. では，わず

鈴木啓三・佐藤
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Fig. 1 Relation between electrical conductivity and viscosity of suspensions
Table 1 Chemical characteristics of original samples snd IPA treated samples
Original samples

KP-F

Decanter

8000G

4000G

Sediment.

MX

TY

HB

S-SA

pH*
Electrical conductivity* (μS/cm)

10.1
745

10.1
845

10.2
943

10.1
1150

10.4
1300

10.0
680

10.1
1250

9.9
830

9.9
1300

CEC (meq/100 g)
LC total (meq/100 g)

110.8
132.0

106.1
139.3

106.7
159.0

106.4
177.2

107.4
192.7

87.9
112.5

94.6
162.2

96.7
123.7

71.2

Na (meq/100 g)
K＋
Mg2＋
Ca2＋

106.8
3.1
4.0
18.1

114.5
2.5
2.7
19.6

138.2
2.5
2.6
15.7

149.5
2.7
3.5
21.5

162.9
3.0
3.4
23.4

75.0
3.1
7.0
27.4

114.9
4.3
10.4
32.6

69.3
1.3
15.5
37.6

92.5

IPA treated samples

KP-F

Decanter

8000G

4000G

Sediment.

MX

TY

HB

S-SA

9.3
342

8.6
290

9.4
350

9.0
340

9.7
445

9.7
440

9.9
560

10.0
420

10.2
283

CEC (meq/100 g)
LC total (meq/100 g)

108.3
106.7

106.1
106.6

105.8
119.0

105.5
116.2

106.6
108.6

86.8
103.0

94.9
132.1

95.8
106.3

—
—

Na＋ (meq/100 g)
K＋
Mg2＋
Ca2＋

85.2
1.6
2.3
17.6

82.1
2.3
4.3
17.9

94.7
3.7
2.8
17.8

95.4
2.2
3.2
15.4

81.3
2.2
3.1
22.0

65.3
2.8
5.6
29.4

79.7
4.0
9.3
39.1

56.6
1.5
11.8
37.7

—
—
—
—

＋

pH*
Electrical conductivity* (μS/cm)

—
—

49.8
—

*2% suspension.

導電率は，IPA 処理（脱塩処理）により，大きく低下
した．

CEC は，ほ ぼ 不 変 で あ っ た． Na＋ イ オ ン 量 は，大
きく減少し，CEC の値に近づいた．可溶性塩（NaCl,
Na2SO4）が除かれたためである．それに伴って，浸出
陽イオン量の合計（LCtotal）も大きく低下した．Na＋ イ
オン以外の浸出陽イオン量は，ほぼ不変であった．
4.3

比表面積および細孔容積の変化

山形産の 5 試料においては，比表面積，細孔容積とも
顕著に増大した．
ワイオミング産の MX および TY においては，比表面
積はわずかに増大したが，細孔容積は 2 試料とも，ほと
んど変化しなかった．グジャラート産の HB では，比表
面積は 95.2 → 100.9 m2/g とわずかに増大したが，細孔容
積は変化しなかった．S-Sap. においては，比表面積，細
孔容積とも，減少した．

IPA 処理による 4% 懸濁液の粘度変化，粉末の比表面

Table 3 に代表的な試料の，粘度の変化，比表面積お

積および細孔容積の変化を Table 2 に示す．なお，S-Sap.

よび細孔容積の変化に加えて，乾燥粉末粒子を構成して

以外の無処理試料の値は，文献 2）に記載してある値を用

いる単位層の数，懸濁液中において，tactoid を形成し

いた．

ている単位層の数，会合様式，アスペクト比を示す．
「粉
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Table 2 Changes of viscosity, specific surface area and pore volume with de-salting
KP-F
Viscosity (mPa·s, 4%)
Original samples
IPA treated samples
Specific surface area (m2/g)
Original samples
IPA treated samples
Pore volume (mL/g)
Original sample
IPA treated samples
Aspect ratio

Decanter

8000G

4000G

Sediment.

MX

TY

HB

S-SA

718
3140

528
3960

287
2660

197
2580

120
879

39
34

173
40

752
58

*
1540
7.2

13.2
31.4

6.0
39.6

6.1
35.3

4.6
41.0

3.7
43.8

40.2
48.6

34.5
47.3

95.2
100.9

252.7
225.0

0.019
0.042
380

0.012
0.038
325

0.016
0.036
322

0.012
0.037
336

0.01
0.046
263

0.081
0.083
210

0.05
0.058
191

0.111
0.111
129

0.232
0.185
＜50

*2.5%.

Table 3 Changes of viscosity, specific surface area and pore volume, with de-salting, number of layers in tactoid, modes of particle association and aspet ratio
Viscosity (4%, mPa·s)
Original samples
IPA treated samples
Specific surface area (m2/g)
Original samples
IPA treated samples
Pore volume (mL/g)
Original samples
IPA treated samples
Number of layers in dried particle*
Number of layers in tactoid in suspension**
Modes of particle–particle association
Aspect ratio

KP-F

MX

TY

GM

S-Sap.

718
3140

39
34

173
40

752
58

1540
7.2

13.2
31.4

40.2
48.6

34.5
47.3

95.2
100.9

252.7
225.0

0.019
0.042
81
5–10
Face/face
380

0.081
0.083
20
4–5
Complex
210

0.050
0.058
25
3–4
Complex
191

0.111
0.111
9
2–3
F/f＜F/e
129

0.232
0.185
3.4
1
Face/edge
＜50

*Calculated from basal surface area (measured with AFM) and specific surface area.
**Estimated from layers in dried powder.

末粒子を形成する単位層の数」とは，AFM 測定で得ら
れた試料の底面積と，乾燥粉末の比表面積とから，単位
層が層面を揃えて単純に積層しているものと仮定して計
算して求めた値である．また，「tactoid を形成している
単位層の数」とは，懸濁液の粘度変化から推定した値で

tion in clay suspensions）を大きく四つに分類している．
a）単位層が完全にばらばらになった状態；dispersed
and deflocculated
b）層面／層面の会合様式；Aggregated but deflocculated（face-to-face association）
層面／層面の結合はあるが，層面／端面，あるい

ある．

は，端面／端面の結合はない状態．

5．考
5.1

察

粘度変化と会合様式

可溶性塩を除くことによる，懸濁液の粘度変化，粉末
粒子の比表面積および細孔容積の変化が，なぜモンモリ
ロナイト試料により異なるのか，懸濁液中における粘土
粒子の会合様式に関する Olphen の図 13）を参考にして考
察する．
（1）懸 濁 液 中 に お け る 粘 土 粒 子 の 会 合 様 式 に 関 す る

Olphen の図
Olphen の図を Fig. 2 に示す．Olphen は，懸濁液中に
おける粘土粒子の会合様式（Modes of particle associa-

c）, d）層面／端面あるいは端面／端面の会合様式；
flocculated but dispersed
層面／端面あるいは端面／端面の結合はあるが，
層面／層面の結合はない状態．

e）, f）, g）層面／層面と層面／端面あるいは端面／端
面との複合型；flocculated and aggregated
層面／層面の結合をした粒子（tactoid）が，さら
に，層面／端面あるいは端面／端面の結合をして
いる状態．

Olphen の用語解説では，dispersed は，粒子が単位層
にまで層剥離した状態を，aggregated は，層面／層面の
会合様式を，flocculated は，層面／端面あるいは端面／
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して懸濁しているものと考えられる．tactoid を形成す
る単位層の数は，モンモリロナイト粒子のアスペクト比
と関係があると考えられる．
5.3

モンモリロナイト粒子の会合様式と粘度変化の関
係

Olphen の図（Fig. 2），および tactoid を形成する単位
層の積層数とから，粘度の変化，比表面積および細孔容
積の変化を考察する．
5.3.1

会合様式と粘度変化

Fig. 2（a）のように単位層が完全にばらばらになった
状態は，モンモリロナイト懸濁液においては，モンモ
リロナイト濃度が希薄で（0.1% 以下），交換性陽イオ

ンが Li＋ あるいは Na＋ で，しかも可溶性塩濃度が低い
（0.3 mmol/L 程度以下）場合に限られる．本報において
取り扱うモンモリロナイト懸濁液は，交換性陽イオンは
(a): Dispersed and deflocculated, (b): aggregated but deflocculated (face-to-face association), (c): edge-to-face flocculated but
dispersed, (d): edge-to-edge flocculated but dispersed, (e): edgeto-face flocculated and aggregated, (f): edge-to-edge flocculated
and aggregated, (g): edge-to-face and edge-to-edge flocculated
and aggregated.
14)

Fig. 2 Modes of particle association in clay suspensions

Na＋であるが，濃度 4%，可溶性塩濃度 0.3〜1.3 mmol/L
程度であり，層剥離が完全に進むことはあり得ない．し
（a）の状態は考慮する必要はないであろ
たがって，Fig. 2
う．また，単位層にまで層剥離が進行していれば，脱塩
処理を行っても粘度などの変化は起こり得ないであろ
う．
5.3.2

層面／層面の会合様式（Fig. 2（b））

可溶性塩濃度 1 mmol/L 程度（2% 懸濁液の導電率は
1000 μS/cm 程度 15））において，Fig. 2（b）の層面／層面
の会合様式を取っているモンモリロナイト粒子の懸濁液
について考察する．可溶性塩濃度が低くなって，会合構
造が崩壊し層剥離が進行すると，懸濁液における粒子数
密度が大きくなり，それにつれて見かけの容積分率が大
きくなるので，懸濁液の粘度は顕著に増大するであろ
う．

Einstein16）は，コロイド粒子懸濁液の粘度は，コロ
イド粒子の容積分率に比例することを示した．また，

Simha17）は，懸濁液中のコロイド粒子は水分子のブラウ
Fig. 3

Hierarchy of montmorillonite particles of KP-F
and HB

ン運動につれて激しく回転しているため，円盤状の粒子
では，円盤が回転した際に示す球の体積に等しい見かけ
の容積を占めることを示した．したがって，モンモリロ

端面の会合様式を指すと書かれている．

ナイトのような積層状態にある粒子の懸濁液において
は，粒子の層剥離が進行すると見かけの容積分率は数

5.2

モンモリロナイト粒子の階層

Table 3 に示された，乾燥粉末粒子を構成する単位層
の数，懸濁液中において，tactoid を形成している単位
層の数に基づいて，単位層から，tactoid（単位層数枚〜
10 枚程度が，層面／層面の結合をして形成されるモン
モリロナイトの一次粒子），ped14）（複数の tactoid が集

倍〜10 倍にも大きくなる．
5.3.3

層面／端面あるいは端面／端面の会合様式（Fig.
2（c）,（d））

Fig. 2（c）あるいは Fig. 2（d）のような，層面／端面，あ
るいは，端面／端面の会合様式を取っているモンモリロ
ナイト粒子の懸濁液は高い構造粘性を示すが，可溶性塩

合したモンモリロナイトの二次粒子）を経て，粉末粒

濃度が低くなって会合構造；カードハウス構造が崩壊す

子に至るモンモリロナイト粒子の階層を Fig. 3 に示す．

ると，水，モンモリロナイト粒子とも自由に流動できる

KP-F と HB とで階層に差の生じる原因は，アスペクト

ようになるので，懸濁液の粘度は極端に低下するであろ

比にあると考えられる．

う．後で詳しく説明するが，層面／端面，あるいは，端

可溶性塩濃度；1 mmol/L 程度における，4% 懸濁液に
おいては，モンモリロナイトは tactoid あるいは ped と

面／端面の会合様式を形成するのは，アスペクト比の小
さなモンモリロナイトであるので，前報 1）で明らかにし
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たように，構造が崩壊すれば，アスペクト比の小さなモ
ンモリロナイトが本来有している低い粘度を示す．
複合型（Fig. 2
（e）,（f）,（g））

5.3.4

2 e）
（
, f）および（g）のような，複合型の会合
また，Fig. （
構造を取っている場合には，比表面積および細孔容積の
変化は，tactoid の積層数によって左右されるであろう．

Fig. 2（e）, Fig. 2（f）お よ び Fig. 2（g）の よ う な，複 合 型
の会合様式を取っている粒子の懸濁液においては，可溶
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5.5

各試料における粘度変化，比表面積および細孔容
積の変化の関連

性塩を除くことによる粘度変化は，層面／層面の会合様
式を形成する粒子（tactoid）における，単位層の積層

代表的な 4 試料，KP-F, MX, TY, HB および参考試料

数によって粘度変化が決定されると考えられる．層面／
層面の会合様式を形成する単位層の積層数が多ければ，

S-Sap. の脱塩による，粘度，比表面積および細孔容積の
変化，乾燥粉末単粒子の積層数，懸濁液中の tactoid の

カードハウス構造が崩壊することによる粘度低下より

積層数，懸濁液中における粒子の会合様式，粒子のアス

も，層剥離の進行による粒子数の増大による粘度上昇が

ペクト比を Table 3 に示す．

優るため，粘度は増大するであろう．一方，tactoid を

乾燥粉末単粒子の積層数とは，AFM 測定によって得

形成している単位層の積層数が少なければ，粒子数の増

られた底面積と，粉末粒子の比表面積とから，求めた値

大による粘度上昇よりも，カードハウス構造の崩壊によ

である．

る粘度低下が優るため，粘度は低下するであろう．また，

懸濁液中の tactoid の積層数とは，粉末単粒子の積層

tactoid を形成している積層数がある範囲にあれば，層

数と，粘度変化の傾向とから推定した値である．KP-F

剥離の進行による粒子数の増大による粘度上昇と，カー

お よ び S-Sap. に つ い て は， Fig. 4 お よ び Fig. 6 に 示 す

ドハウス構造の崩壊による粘度低下とがバランスして，

TEM 写真により裏づけられる．

粘度はほとんど変化しないであろう．

5.5.1

山形産

Table 3 下部に示したように，tactoid を形成する単位

山形産モンモリロナイトにおいては IPA 溶液による脱

層の積層数は，アスペクト比によって決定されると考え

塩処理によって，粘度，比表面積，細孔容積，いずれも

られる．アスペクト比が大きければ積層数は大きくな

増大した．これらの変化には密接な相関があると考えら

り，アスペクト比が小さければ積層数は少なくなると考

れる．同一試料，同一濃度の懸濁液において粘度が増大

えられる．

するためには，カードハウス構造の形成による構造粘性
の発現か，懸濁液中の粒子数密度（容積分率）の増大か，

5.4

会合様式と比表面積および細孔容積の変化

どちらかが必要である．無処理試料においては，4% 懸濁

IPA 溶液による洗浄処理によって可溶性塩含有量が低
くなると，tactoid あるいは ped を形成する単位層の積

ては，Decanter, KP-F, 8000G, 4000G のように極めて高い

層数が減少するため，脱塩処理後に乾燥した粉末粒子の

粘度を示す懸濁液においてもゲル化は起こらない．した

比表面積および細孔容積は増大するであろう．したがっ

がって，山形産モンモリロナイト 5 試料における脱塩処

て，層面／層面の会合様式を取るモンモリロナイトにお

理による粘度増大は，層剥離の進行により粒子数および

いては，可溶性塩の減少により，比表面積および細孔容

容積分率が大きくなったためと考えるのが妥当であろう．

積はどちらも増大するであろう．山形産モンモリロナイ

液を数日静置するとゲル化するが，脱塩処理試料におい

著者らは前報 1）で，山形産ベントナイトの均質な懸

トの KP-F は，この例である．懸濁液中における粒子の

濁液から方法を変えて採取したモンモリロナイト 4 試料

会合様式は，懸濁液を乾燥して得られる乾燥物にも反映

に，同じく山形産ベントナイトを原料とする工業用モン

される．この点は後で，懸濁液乾燥物の写真により説明

モリロナイト製品を加えた 5 試料においては，モンモリ

する．

ロナイト粒子の円相当直径がほぼ等しいため，粒子数密

（c）あるいは Fig. 2
（d）のように層面／端
一方，Fig. 2

度が懸濁液の粘度を決定することを明らかにした．本報

面，あるいは端面／端面の会合様式を取るモンモリロナ

告における実験においては，同一試料の粘度変化を扱っ

イトにおいては，粉末粒子の比表面積および細孔容積は

ているので，当然，円相当直径は変化しない．懸濁液の

大きいであろう．N2 ガスがカードハウス構造の中にま

粘度は粒子数密度（容積分率）で決まると言える．それ

崩壊しても，比表面積および細孔容積は大きくは変化

Armando18）らは，モンモリロナイト分散液に透析処

しないであろう．さらに，S-Sap. のように，ほぼ単位層

理を行い，透析の進行につれて分散液の可溶性塩濃度が

1 枚が層面／端面の会合様式を形成している場合には，

低くなると，粒子間の静電的反発力が指数関数的に大き

脱塩により会合様式：カードハウス構造が崩壊すると，

くなり，浸透膨潤によってモンモリロナイト集合体の分

単位層 1 枚づつにまで完全に分散した状態となるため，

離が促進され，モンモリロナイト粒子 1 個当たりの積層

懸濁液を乾燥すると，一部の粒子においては，層面／層

数が小さくなると報告している．粒子 1 個当たりの積層

面の会合構造が形成されて tactoid を形成する単位層の

数が減少すれば，分散液の粒子数密度が大きくなる．粒

積層数が増大するため，比表面積および細孔容積とも減

子数密度が大きくなれば，モンモリロナイト粒子の容積

少するであろう．

分率が大きくなるので，粘度は増大する．また，粒子

で入れるためである．可溶性塩濃度が低くなって構造が

では次に，なぜ粒子数密度が増加するのかを考える．
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Fig. 7 Deflocculate of S-Sap. particles with desalting
Fig. 4 TEM photograph of KP-F

山形産モンモリロナイトにおける，粘度の増大，比表
面積及び細孔容積の増大は，可溶性塩濃度の低下により
懸濁しているモンモリロナイト粒子の層剥離が進行し，粒
子 1 個当たりの積層数が減少して粒子数密度が大きくなる
ことで説明できる．したがって，山形産モンモリロナイト

2 b）
のような，層面／層面の
は懸濁液中において，Fig. （
会合様式を取っているものと考えるのが妥当であろう．
5.5.2

合成サポナイト S-Sap.

合 成 サ ポ ナ イ ト S-Sap. に お い て は 可 溶 性 塩 濃 度
の 減 少 に よ っ て， 2.5% 懸 濁 液 の 粘 度 が 3 桁 低 下
（1540 → 7.5 mPa·s）するとともに，比表面積および細孔
容積もわずかではあるが減少した．S-Sap. の TEM 写真

Fig. 5 Disperse of KP-F particle with desalting

を Fig. 6 に示す．観察用試料の調製方法は，1% 懸濁液
を用いたほかは，KP-F の場合と同じである．写真を見
ると，大部分の粒子が単位層 1 枚であり，単位層 2 枚で
形成されている粒子はごくわずかである．また，S-Sap.
粒子の層面方向の大きさは 50 nm 程度である．したがっ
て，アスペクト比は，50 以下となる．

著者らは前報 2）で，モンモリロナイト懸濁液の粘度

を決定する最も主要な要因がモンモリロナイト粒子のア
スペクト比であることを明らかにした．S-Sap. のアスペ
クト比は，50 以下と考えられ，極めて小さい．それに
もかかわらず無処理試料懸濁液の粘度が濃度 2.5% にお
いて 1540 mPa·s と極めて高いのは，ほぼ単位層にまで
層剥離が進んだ S-Sap. 粒子が，層面／端面の会合構造を

Fig. 6 TEM photograph of S-Sap.

形成するため，懸濁液が弱くゲル化して高い構造粘性を
示したためと考えられる．S-Sap. の 2.5% 懸濁液は 1 時間
静置すると完全にゲル化する．可溶性塩濃度が低くなる

1 個の積層数が小さくなれば，乾燥粉末の比表面積，細

と，層面／端面の会合構造が形成されなくなるため，ア

孔容積も大きくなるであろう．

スペクト比の小さな S-Sap. が本来有している粘度にまで

山形産モンモリロナイト KP-F の TEM 写真を Fig. 4 に
示す．TEM 観察用の試料は，3% 懸濁液を Schomer and

Mingelgrin19）の方法で調製した．単位層；数枚〜10 枚
程度で形成された tactoid が見られる．今回の実験にお
ける無処理試料の 4% 懸濁液においても，単位層数枚程
度で形成される tactoid として懸濁しているものと考え

極端に低下したものと考えられる．脱塩試料の 2.5% 懸
濁液は，長期間静置してもゲル化することはない．また，
可溶性塩濃度の低下により，懸濁液中で層面／端面の会
合構造が形成されなくなると，一部の粒子において，層
面／層面の会合構造が形成されて tactoid を構成する単
位層の数が増え，乾燥粉末粒子の比表面積および細孔容

られる．懸濁液の可溶性塩濃度が低くなれば層剥離が進

積が減少したものと考えられる．S-Sap. における脱塩に

行して，粒子数密度が大きくなると考えられる．Fig. 5

よる会合様式（カードハウス構造）崩壊のイメージを

に，KP-F における層剥離の進行による粒子数および容

Fig. 7 に示す．

積分率増大のイメージを示す．
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トは，層面／層面の会合様式を，アスペクト比の小さな

グジャラート産モンモリロナイト HB のアスペクト比

S-Sap. は，層面／端面の会合様式を，アスペクト比が中

は，129 であり，今回実験に用いたモンモリロナイト試

間のモンモリロナイトは，複合型の会合様式を取ると考

料の中では最も小さい．それにもかかわらず無処理試

えてよいであろう．

料の 4% 懸濁液が 752 mPa·s と最も高い粘度を示すのは，

鈴木ら 20）は，山形産および群馬産ベントナイト懸濁

S-Sap. 懸濁液と同様に層面／端面の会合構造が形成され

液の濾過試験を行った結果から，濾過ケーキの比抵抗が

ることによる弱いゲル化によって高い構造粘性を示した

試料により異なる原因が，ベントナイトに含まれている

ものと考えられる．HB の 4% 懸濁液も，1 夜の静置によ

モンモリロナイトのアスペクト比が異なることにより，

りゲル化する．可溶性塩濃度が低下すると，層面／端面

濾過ケーキ中で形成される会合様式に差が生じているた

の会合構造が形成されなくなるため，懸濁液の粘度が

めではないかと推測した．

著しく低下するものと判断される．脱塩処理した HB の

Kasama ら 21）は，アスペクト比の大きな粘土鉱物粒子

4% 懸濁液も，長期間静置してもゲル化することはない．

は，層面をほぼ平行にして積層し，アスペクト比の小さ

比表面積がわずかに増大し，細孔容積が変化しなかった

な粘土鉱物では，水平な層の上に層面を斜めに傾斜させ

ことは，HB 無処理試料の懸濁液においては，単位層 2〜

た粒子が積層する様子を図示している．アスペクト比の

3 枚で形成された tactoid が層面／端面の会合構造を形成
していると考えれば説明がつく．IPA 処理試料において

大きな粒子は，層面／層面の会合様式を，アスペクト比

は，層面／端面の会合構造が形成されなくなり，単位層

である．

の小さな粒子は，層面／端面の会合様式を取ると言う事

2〜3 枚で形成された tactoid が 3 個程度集合して形成さ

Table 3 に示した 4 試料の，1.5% 懸濁液 1.5 L を，テフ

れた ped が層面／端面の会合構造を形成しながら粉末粒

ロンコートしたフライパンで，105°C，1 夜乾燥した乾

子を形成するため比表面積および細孔容積がほとんど変

燥物の写真を Fig. 8 に示す．写真の下に各試料のアスペ

化しないものと考えられる．

クト比を示す．

5.5.4

ワイオミング産

ワイオミング産モンモリロナイト MX においては，単

アスペクト比と，乾燥物の形状は明白に対応してお
り，アスペクト比の大きな粒子（KP-F）は，ほぼ 1 枚

位層 4〜5 枚で形成される tactoid が層面／端面の会合構

の乾燥物を形成している．アスペクト比の小さな粒子

造を形成していると考えられる．IPA 処理により可溶性

（HB）は，小さな球状あるいは短い円柱状の乾燥物を形

塩濃度が低くなると，カードハウス構造の崩壊による構

成している．MX および TY は，KP-F と HB の中間のア

造粘性の低下と，層剥離の進行による粒子数密度の増大

スペクト比を有しているため，乾燥物も中間の形状を示

による粘度上昇とがバランスして起こるため，粘度はほ

す．アスペクト比の大きな粒子は，懸濁液中において層

とんど変化しない．比表面積もごくわずかな変化にとど

面／層面の会合様式を形成している．水中で膨潤してい

まり，細孔容積はほとんど変化しない．単位層 4〜5 枚

るモンモリロナイト粒子の乾燥による収縮は層面に垂直

で形成される tactoid が 4 個程度集合して形成された ped

な方向にのみ起こるため，層面／層面の会合様式を取っ

が層面／端面の会合構造を形成しているため，比表面積

ているモンモリロナイトの懸濁液を乾燥すると，乾燥に

および細孔容積の変化が小さくなっているものと考えら

伴い層面の配向が促進され，フライパン周縁部の湾曲部

れる．TY においては，カードハウス構造の崩壊による

を除けばほぼ 1 枚の板状の乾燥物と成る．

粘度低下が層剥離の進行による粘度増大に優るため，粘

層面／端面の会合様式を形成しているモンモリロナイ

度は多少低下する．したがって，無処理 TY 試料の懸濁

トの懸濁液中においては，tactoid はあらゆる方向を向

液においては，単位層 3〜4 枚で形成される tactoid が数

いているため，懸濁液を乾燥すると粒子の収縮はあらゆ

個集合して形成された ped が層面／端面の会合構造を形

る方向に起こるので，乾燥物は短い円柱状あるいは球状

成しているものと考えられる．

を呈するものと考えられる．MX および TY は，KP-F と

5.6

アスペクト比と会合様式

Table 3 より，アスペクト比の大きなモンモリロナイ

HB の中間のアスペクト比を有しているため，乾燥物の
形状も中間の形状を示す．
以上の実験結果より，アスペクト比の大きなモンモ

Fig. 8 Dried materials of montmorillonite suspensions and aspect ratio of montmorillonite particles
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Fig. 9 Modes of particle association in suspensions (salt content: about 1 mmol/L)
リロナイト粒子は，水

懸濁液中で，層面／層面の会

合様式を，アスペクト比の小さな S-Sap. 粒子は，層面／

ワイオミング産（MX および TY）は，粘度変化が
小さい．

端面の会合様式を，中間のアスペクト比を有するモン

2）モンモリロナイト／水 懸濁液の脱塩による粘度変

モリロナイト粒子は，層面／層面の会合様式を形成し

化の傾向が，試料により大きく異なる原因は，モン

た tactoid が，層面／端面の会合様式を形成する，複合

モリロナイト粒子が懸濁液中で形成する会合様式：

型の会合様式を形成していると，考えてよいであろう．

tactoid を形成する単位層の積層数もアスペクト比の影

modes of particle association in montmorillonite suspensions にある．

響を受け，アスペクト比が比較的大きければ積層数が大

3）山形産モンモリロナイトは，層面／層面の会合様式

きく，アスペクト比が比較的小さければ積層数も小さく

を取っているため，脱塩すると，層剥離が進行して

なる．

粒子の容積分率が増大し，粘度は顕著に増大する．

これらの考察から推定した，モンモリロナイト 3 試料
懸濁液（可溶性塩濃度：

4）グジャラート産モンモリロナイトは，複合型の会合
様式を形成しており，tactoid を構成する単位層の数

1 mmol/L 程度）中で形成している会合様式を Fig. 9 に示

が少ないため，脱塩するとカードハウス構造を形成

す．

できなくなるので，構造粘性を発揮できなくなり，

および合成サポナイトが水

KP-F では，単位層数枚〜10 枚程度が層面／層面の会
合様式を形成した tactoid として懸濁しているものと考
えられる．MX では，単位層 4〜5 枚で構成された tac-

toid が，層面／端面の会合様式を形成している．今回用
いたモンモリロナイト試料の中で，アスペクト比が最

粘度は大幅に低下する．

5）ワ イ オ ミ ン グ 産 も，複 合 型 の 会 合 様 式 で あ る が，
tactoid を形成する単位層の数がやや多いため，粘度
変化は小さい．

6）会合様式は，モンモリロナイト粒子のアスペクト比

も小さかった HB では，単位層 2〜3 枚で構成された tac-

によって決定される．アスペクト比が大きければ，

toid が，層面／端面の会合様式を形成している．S-Sap.

層面／層面の会合様式を，小さければ，層面／端面

では，ほぼ 1 枚にまで層剥離が進んだ粒子が，層面／端

の会合様式を，中間のアスペクト比であれば，複合

面の会合様式を形成している．
以上の考察により，モンモリロナイト粒子のアスペク
ト比と，水

懸濁液中において粒子が形成している会合

様式との関係を明らかにすることができた．

6．まとめ

型の会合様式を形成する．

7）モンモリロナイト粒子のアスペクト比は，モンモリ
ロナイトの特性を決定するばかりでなく，ベントナ
イトの特性，したがって用途をも決定する．
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